
平成25年度地域力再生プロジェクト支援事業交付金（ソーシャル・ビジネスプログラム）第１回　採択一覧

団  体  名Ｎｏ 事   　業　   名 事    業    概    要
主な活動種類
地域力再生の視点

代表者 採択額

1
食物アレルギー
サポートデスク

特定非営利活動法人
アレルギーネットワーク京
都
ぴいちゃんねっと

向田公美子 子育て支援活動
京町家を利用し、食物アレルギーの子どもと保護者に安
心できる「居場所」を提供する。 1,000,000

2
北山、北野、伏見、
宇治活性化事業

古都すと協議会 鳥井光広
地域商業の活性
化

北山、北野、伏見、宇治市で、まちなか観光、賑わい創
出、商業振興ための賑わい創出などの事業を実施する。 200,000

3
紅花染友禅の復興と
地域産業活性化

ＫＹＯＴＯ　創援プロジェクト
南香小里 地域産業おこし

紅花染めをキーワードに、地域産業おこし、後継者の育
成、地域文化活動の活性化事業を開催する。 1,000,000

4 暮らす京都を、世界へ
Deepest Kyoto Tour

Deepest Kyoto Tour
 実行委員会

小林明音 地域文化活動

市民目線でおもしろい場所、人、体験者などを観光資源化
し、暮らす京都として発信するため、地元住民によるガイド
と専門の通訳付きの英語によるまきあるきツアーを実施す
る。

360,000

5 発達障害児・者のための
パーソナルサポート事業

一般社団法人
こせい舎

中野久美 子育て支援活動

発達障害児への学習支援として、学習・コミュニケーション
に焦点を合わせた個別プログラムや小集団プログラムを
実施。発達障害のある大人も含めた居場所としての機能
を併せた拠点を目指す。

1,000,000

6
～社会的弱者のための音
楽療法を活用した就活塾
～

ＣＫミュージック
ポピュラージャズ研究会 河合　力 共助型福祉活動

社会的弱者や社会に適合しにくい人々を対象に、音楽療
法を活用した就労支援塾を開催する。 600,000

7 柿酢プロジェクト
社会福祉法人
宇治田原むく福祉会

　藤堂昌見 地域産業おこし

「柿酢」の製造を通じて、障害を持つ人の仕事おこしや生
きがいづくりに繋がり、持続可能なソーシャル・ビジネスと
して定着するよう、販売促進に注力する。

682,000

8

子ども・女性のココロとカ
ラダに優しい商品を、地域
の子育て期の女性の力で
生み出そう

特定非営利活動法人
子育てを楽しむ会

　迫　きよみ 子育て支援活動
スタッフの研修に重点を置き、チラシやテキストを活用して
団体の活動を多くの方に還元できるようにする。 1,000,000

9
茶の緑で結ぶ和束の
郷興しプロジェクト

【地域力再生活動団体】
茶縁本舗運営委員会
【中小企業者】
しらす茶房

村岸秀和

西山勝行

農村・都市交流
活動

和束の住民と茶業経営者、都市部のクリエーターとボラン
ティアが協働し、和束の郷の活気を創出する 1,500,000

10 くりパウダー食品関連
販売開発促進事業

京都丹波くりまつり実行員
会

高橋由政 地域産業おこし
くりパウダーを使用した商品及び丹波くりの販路拡大を図
る。 236,000

11
地球環境に貢献する
ふるさと産品開発・
推進事業

特定非営利活動法人
ふるさと保津

石川清之 地域産業おこし

野菜、果実等を活用したオリジナル産品の販路拡大によ
る安定販売を行い、地産地消による地域活性化を目指
す。

440,000

12
”ヨメ”学　てふてふふぁー
む　こゆきサロン　こゆめ
サロン　活動

亀岡発平成“ヨメ学” 中島三羊子
農村・都市交流
活動

西別院、南丹エリアにおける、休耕田・遊休地の放棄田化
阻止及び、都市農村交流を活性化し農業の担い手を育成
する。

1,000,000

13 るり渓ビートルアトラクショ
ン

るり渓ビートルアトラクショ
ン
実行委員会

高橋博樹 地域産業おこし

るり渓を拠点として南丹市の地域に昔から存在する豊か
な自然と、近年構築されつつあるものづくり文化を、市の
内外に発信し、観光客を誘致するとともに、市民や子ども
たちの地域に対する誇りも涵養する。

1,000,000

14

豊かな自然は地域の宝
～保全活動から生み出す
新たなエコツーリズム資源
～

特定非営利活動法人
芦生自然学校

井栗秀直 環境保全活動

環境体験学習をプログラム化するとともに、エコ・ツーリズ
ムの整備を図り、教育旅行の誘致や新規顧客の拡大を通
して産業の活性化を図る。また、「地域密着型の環境学習
の実践」を通して次世代の新たな環境保全指導者を育成
する。

600,000

15
子育て家庭と地域の応援
企業をつなぐ携帯メルマ
ガ事業

特定非営利活動法人
亀岡子育てネットワーク

田中美賀子 子育て支援活動

地域の中で孤立しがちな子育て家庭へ、より身近で有効
な情報をタイムリーに届けることにより、子育て家庭の孤
立を防ぎ、育児ストレスなどから起こる虐待を予防する。

1,000,000

16
森の恵みで京都丹波の
食の体験を！プロジェクト
事業

京都丹波・食と森の交流協
議会

畑　博 地域産業おこし
京都丹波の食材や森の文化を満喫できる都市と農山村の
交流の取り組みを展開し、交流人口や京都丹波の農林畜
産物の生産・販売拡大による地域の活性化を目指す。

265,000

17
「馬路大納言物語」
～小豆のふるさとに輝きを
～

小豆の郷　馬路大納言活
性化委員会

畑　博
農村・都市交流
活動

丹波大納言の中でも最高峰とされる馬路大納言につい
て、高い価値を幅広く周知し、生産農家の意欲向上と生産
拡大により、地域の活性化を目指す。

380,000

18 薬草栽培・採集と薬草茶
の販売

薬草と健康づくりの会 森　隆治 地域産業おこし
健康長寿に有用な薬草を採集、もしくは休耕田で栽培し、
それらを使った薬草茶を製造販売して人々の健康づくりに
貢献すると共に、地域の活性化を図る。

700,000
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19
非耕農地を活用し、地域
を守り、活性させる

京都ファーム日吉農事協
議会

上原　貢 地域産業おこし
荒農地を活用して、地域住民の雇用を図り、都市交流を
活性化させる。

937,000

20

里山地域資源の利活用促
進に向けた家庭用再生可
能エネルギー機器開発・
販売事業

特定非営利活動法人美山
里山舎･壬生京町家

山口政夫 環境保全活動
再生可能エネルギーによる自給自足の可能性を広げ、里
山地域の魅力を拡大、省エネ型里山地域モデルの発展
と、地域産業の復興、定住促進を目指す。

997,000

21
無添加卵の生産を通じた
食育教室

よこまき商店設立準備委
員会

牧　馨
農村・都市交流
活動

担い手不足である中山間の農地を再生・利用した自然養
鶏と有機農業を行い、見学・農業体験を通した食育教室を
開催する。

1,000,000

22
特産品テスト販売のため
のアンテナショップコー
ナー開設事業

丹波みわ活性化協議会 河内一郎 地域産業おこし

福知山市三和町にある宿泊型地域総合施設「三和荘」内
にアンテナショップコーナーを開設し、特産品のテスト販売
や近隣の特産品販売を通じて、地域の元気創出と生きが
いづくりを促進する。

400,000

23 広域的教育旅行受入れ
体制の整備

綾部かんばやしの里
体験推進協議会

熊内輝夫
農村・都市交流
活動

教育旅行の誘致や特産物の開発を通じて、「交流」や「定
住」の促進を図る。

744,000

24
「海の京都」の着地型
観光ビジネス創出事業

福知山味趣覧会 吉田　博 地域文化活動
地域の魅力的な資源、取り組みを地域住民の目線で紹介
し、「再び訪れたくなる」地域づくりを目指すとともに、「海の
京都事業」を支える着地型観光モデルを構築する。

375,000

25 丹後偉人ブック計画 cryptomeria-book 杉本悠一 地域文化活動
歴史文化の潜在的な価値の共有を地域全体で深めること
で、地域の歴史・文化的な発展を図るとともに、歴史文化
資源の産業活用を推進する。

500,000

26 Made in　丹後プロジェクト 丹後のやさしい農業家 小谷安博 地域産業おこし
丹後の食材を使用した商品の開発・販売を通じて、丹後の
産物を広く地域住民や観光客に知ってもらうとともに、新
たな雇用創出を図る。

502,000

27
宮津４コマまんが
町おこし事業

宮津ソーシャルマンガ普及
協議会

　植木　力
地域商業の活性
化

学生・若者が中心となり、宮津のよさやあまり知られてい
ない観光資源を４コマまんがの作品で紹介することによ
り、観光客への周知、宮津の元気創出を図る。

540,000

18,958,000採　　択　　事　　業　　計


